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❷新型コロナウイルスワクチン 4 回目接種
❹台風・豪雨に備えて　あらためて確認しましょう
❺大ヒット！？ 映画「電車を止めるな！」が清瀬に来る！
❺「バーチャルひまわりフェスティバル」を開催！

夏休みに入る前に、夏休みに入る前に、防犯対策防犯対策とと交通ルール交通ルール
について家族で話し合おう！について家族で話し合おう！

　お子さんたちが楽しみにしている夏休みがいよいよ始まります。夏休み中は、外出する機会が増
えるため、犯罪に巻き込まれる危険性も高まります。家庭内でお子さんと話し合い、約束事を決め
ましょう。 問防災防犯課防災防犯係☎042-497-1848

防 犯 対 策防 犯 対 策
■子どものみんなへ　守ろう！４つの約束

　「〇〇駅までの行き方がわからないから一緒にき
て」、「お菓子を買ってあげるから一緒に遊ばない？」
などとさそわれてもいっさい相手にしないでください。知らない人につ
いていったり、知らない人の車に乗ったりするのは絶対にやめましょう。
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　どこで遊ぶか、誰と遊ぶ（勉強する）か、何時ごろ
帰るかを言ってから出かけましょう。時間になって
も帰らないとき、おとなが探しやすくなります。
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　危ないな、こわいなと感じたら、「たすけて！」と
大きな声で叫んだり、防犯ブザーを鳴らして周りの
人に知らせましょう。周りに人がいないときはすぐに逃げましょう。

◆�危
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なくなったら大
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　こわいと思
おも
ったらすぐにげる。

　お父さん、お母さんなどおとなが見ている場所か、
学校のお友達などと何人かで遊ぶようにしましょ
う。公衆トイレなどでひとりになるときは防犯ブザ
ーを持ち危険にそなえましょう。

◆1
ひとり
人では遊

あそ
ばない。

■保護者の方へ「お子さんを犯罪や事故から守るために」

◆保護者の方はお子さんの行動を常に見守ってください
　お子さんが巻き込まれる犯罪は、野外での1人遊び、人目のつきにく
い駐車場、木や建物などで見通しが悪い公園などで多発するのが特徴で
す。家庭の周辺で危険な所がないか、常にお子さんと一緒に考えて、犯
罪や事故を未然に防いでください。

◆「メール一斉配信サービス」をご利用ください
　市内における防犯・防災情報やイベントに関する情報を、
あらかじめメールアドレスを登録した方に配信するサービス
です。ぜひご利用ください。登録方法は市ホームページをご
確認ください（右記QRコード参照）。
 問DX推進課DX推進係☎042-497-1845

詳しくは
こちら

■「ながらスマホ」は絶対にダメ！

◆自転車は道路交通法違反に！
　スマートフォンなどを使用・操作しな
がらの自転車運転は違反（道路交通法第
71条）です！　自転車の「ながらスマホ」
は、周囲の状況が把握できず、交通事故
に直結する大変危険な行為です。
◆歩行者でも危ない！
　歩行中でスマートフォンなどの操作に
夢中になると周囲の状況が分からず、接
触事故などによりけがをする可能性が高
くなります。また、相手にけがをさせた
場合、過失傷害罪（30万円以下の罰金ま
たは科料）に問われる可能性もあります。

　自転車を使用する機会が増える夏休みの前に、交通ルールを見直しましょう。安全な自転車の乗
り方などのルールの他、歩行する際の注意点も話し合い、自転車に乗る人も歩く人も、気持ちよく
通行できるよう心がけましょう。 問道路交通課交通安全係☎042-497-2096

交 通 ル ー ル交 通 ル ー ル

　「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、自
転車利用中の事故で、他人にけがをさせてしまった場合などのために損
害賠償保険等への加入が義務付けられています。お子さんが起こした事
故であっても保護者に賠償責任が生じることがありますので、保険等に
は必ず加入してください。　
　補償の範囲などによりさまざまな保険があるため、ご家族の生活や自
転車の利用状況などに合わせて検討しましょう。代表的な保険を以下の
とおり紹介します。
◆ＴＳマーク付帯保険
　自転車安全整備士がいる自転車販売店で自転車の点検整備
を受けると、車体に「ＴＳマーク」というシールが貼られます。
点検日から1年以内の「ＴＳマーク」には、自分で転んでしまい
ケガをした場合などに支払われる「傷害保険」と、他人にケガ
等をさせてしまった場合などに支払われる「賠償責任保険」が付いてい
ます。有効期間内に点検整備を受けて更新するようにしましょう。
◆保険会社の保険
　自転車保険のほかに、自動車保険や火災保険などの特約として付けら
れるサービスがあります。
◆その他の保険
　一部のコンビニエンスストアや携帯電話会社などで加入できます。ま
た、クレジットカード契約に付けられるサービスもあります。

■自転車を利用する皆さんへ
　自転車利用中の対人事故に備える保険等への加入義務

　自転車の所有者には、防犯登録が義務付けられてい
ます。必ず防犯登録をしてください。
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1自転車は、車道が原則、歩道は例外
2車道は左側を通行
3歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4安全ルールを守る（飲酒運転・2
　人乗り・並進の禁止、夜間はラ
　イトを点灯、交差点での信号遵
　守と一時停止・安全確認）
5子どもはヘルメットを着用
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■知っていますか？　自転車安全利用五則

車道は左側を通行



令和4年（2022年）7月15日号2 市報 新型コロナウイルス感染症の影響により、開催予定の催しなどが中止や延期になる場合があります。

　市は商工会と連携し、コロナ禍
の影響を受けている市内の中小・
小規模事業者を支援するため、専
門家による各種助成事業の申請な
どの相談会を実施します。前日午
前中までにご予約ください。
【相談に対応する専門家】中小企
業診断士、社会保険労務士など
【相談内容】雇用調整助成金、小
規模事業者持続化補助金、事業再

構築補助金などの新型コロナウイ
ルス感染症に関連する各種施策の
申請や新しい生活様式に対応した
新たな事業計画の策定、経営相談
や創業相談など
 日毎週火曜日午前9時～正午（年
末年始、祝日を除く）
 場清瀬商工会館（松山二丁目）
 申 問電話で清瀬商工会
☎042-491-6648へ 

新型コロナウイルス感染症対策事業
商工会で「よろず相談会」を開催しています

　市と清瀬商工会が連携し、原油
価格・物価高騰などの経済環境の
影響を受けた市内中小企業者及び
農業者を支援するために、水道光
熱費、燃料費、肥料費などに要し
た経費の一部に対して給付金を支
給します。
※詳しくは8月以降に市および清瀬
商工会ホームページで公開します。

【給付金額】それぞれ上限20万円。
［中小企業者等］水道光熱費、燃
料費の20㌫［農業者］動力光熱費
の20㌫、肥料費・飼料費などの
20㌫【申請期間】8月1日㈪～10月
31日㈪（当日消印有効）
【申請方法】原則郵送 問清瀬商工
会☎042-491-6648、産業振興課
産業振興係☎042-497-2052 

清 瀬 市 経 済 変 動 対 策 支 援 事 業

東京清瀬市みつばちプロジェクト　夏休み特別企画東京清瀬市みつばちプロジェクト　夏休み特別企画
清瀬市役所産はちみつ「Kiyohachi」親子採取体験清瀬市役所産はちみつ「Kiyohachi」親子採取体験
　新型コロナウイルス感染症の影
響で中止が続いていた「清瀬市役
所産はちみつ「Kiyohachi」親子採
取体験」を開催します。 対市内在
住の小学生とその保護者（2名1
組）。先着8組 日8月3日㈬午前10

時～11時30分ごろ 場市役所1階市
民交流スペース 費1組500円（お土
産の「Kiyohachi」50㌘代）
 申 問7月15日午前8時30分から電
話で建築管財課管財係☎042-
497-1841へ

　東京都が令和4年3月からドク
ターヘリの運用を開始しました。
市と都が協定を締結し、下記の場
所がランデブーポイント（救急隊
からドクターヘリに患者を引き継
ぐ場所）として新たに指定されま
した。騒音などでご迷惑をおかけ
しますが、皆さまの命を守る大切
なドクターヘリです。ご理解・ご
協力をお願いします。
【協定に基づくランデブーポイン
ト】清瀬内山運動公園サッカー場

A面、下宿運動公園、コミュニテ
ィプラザひまわり、神山公園芝生
広場、清明小、四中、四小、清瀬
小
【その他の市内のランデブーポイ
ント】都職員共済組合清瀬運動場
 問東京都福祉保健局救急災害医
療課☎03-5320-4427

ドクターヘリの運用にご理解を

ドクターヘリ

経済対策事業一覧（実施予定含む）
開催時期 事業名 内容
６月1日～
12月31日
【実施中】

清瀬がんばるお
店応援キャンペー
ン第４弾

市内の工事事業者で10万円以上の住宅改修工事などを
行った方に、工事価格の5㌫分(上限5万円)の市内参加
店舗で利用できるチケットを配布します。

7月1日～
10月31日
【実施中】

清瀬がんばるお
店応援キャンペー
ン第5弾

市内の参加店舗でのお支払い1,000円あたり300円分の
チケットを配布(一部店舗は3,000円あたり300円分）。
配布期間は7月1日～8月31日、利用期間は9月1日～10月
31日です。

8月1日～
10月31日

経済変動対策支
援事業

市内中小企業者、農業者に対して水道光熱費、燃料費
等の20㌫分(上限20万円)を給付します。農業者に対し
ては肥料費、飼料費等にも給付を行います。詳しくは市
報8月1日号でお知らせする予定です。

8月1日～
令 和5年2
月

店舗等リノベーシ
ョン促進補助金

経済活動の再開に向けた設備投資を促すため、市内の
事業者が店舗リノベーションを行う費用の一部を補助し
ます。詳しくは市報8月1日号でお知らせする予定です。

11月～12月
キャッシュレス決
済を使った消費
者還元事業

市内の参加店舗でキャッシュレス決済を利用した方に一
定割合の還元を行い、消費喚起とともに感染リスクの少
ない決済手段を普及します。

詳しくはこちら

　市と清瀬商工会で市内の事業者
を切れ目なく支援するため、新型
コロナウイルス感染症対策、原油
価格・物価高騰対策として、以下
のような経済対策を計画していま
す。事業者の皆さまのご参加と市
民の皆さまのご利用をお待ちして

います。なお、感染状況などによ
っては内容や時期を変更する場合
があります。詳しくは市報や市ホ
ームページなどでお知
らせします。 問産業振
興課産業振興係☎042-
497-2052

経 済 対 策 事 業 一 覧（ 実 施 予 定 含 む ） 

　清瀬駅北口地下駐輪場は平置き
箇所を増設するため、7月11日㈪
から2週間程度、改修工事を行い
ます。工事期間中は一部エリアを
閉鎖します。なお、定期利用エリ
アには影響ありません。ご不便を
おかけしますが、ご協力をお願い
します。
■9月1日からの定期利用契約（今
　回の平置き増設分）の事前申込
　みの受け付け
 日7月19日㈫午前9時（翌日以降は
午前5時30分～）～29日㈮午後9

時30分 場地下駐輪場内の管理室
【備考】申込み前に受け付け場所
で配布する申込要領をご確認くだ
さい。申込者多数の場合は8月2
日㈫午前10時から生涯学習セン
ター5階で抽選し、8月3日㈬以降
に駐輪場内・外に掲示します。当
選者への販売期間は8月15日㈪か
ら31日㈬までです。
 問清瀬都市開発株式会社☎042-
495-3300、道路交通課交通安全
係☎042-497-2096

清瀬駅北口地下駐輪場の改修工事及び
増設分の事前申込み

　多摩北部（清瀬市、小平市、東
村山市、東久留米市、西東京市）
それぞれのまちの魅力を再発見し
ながら謎解きに挑戦してみません
か。 対 日 場 内下表のとおり
 問多摩六都科学館☎042-469-

6100、未来創造課マネジメント
係☎042-497-1807
※詳しくは市立小・中学校で配布
する冊子または多摩六都科学館、
市ホームページを確認してくださ
い。

たまろく まちの探検隊「謎解きミュージアム2022」
多摩北部広域子ども体験塾

対象（定員） 日時 時期 講座名 場所
上記の5市に在住・在学の

小・中学生
7月23日㈯～
8月31日㈬ 夏季 5市まち歩き謎解き

プログラム（セルフ式）
上記
5市内

【初級】
夏季プログラムに参加した
小学3年生以上（32人）。

10月15日㈯・
1６日㈰
2日間連続 秋季 目指せ

謎解きクリエイター
多
摩
六
都
科
学
館

【中級】
夏季プログラムに参加した
小学5年生以上（32人）。

11月12日㈯・
13日㈰
2日間連続

詳細が決まり次第、
多摩六都科学館ホームページに掲載します。 冬季

謎解き
ロクトミュージアム 
謎解きミュージアム
2022紹介展示

※応募者多数の場合は抽選です。

　新型コロナウイルスワクチン 4 回目接種

◆ワクチンの接種状況（7月5日現在）
区分 1回目接種済み 2回目接種済み 3回目接種済み

65歳以上 92.9㌫ 92.６㌫ 88.2㌫
12～64歳 87.3㌫ 8６.9㌫ ６0.3㌫
5～11歳 21.9㌫ 20.3㌫ ―

 問清瀬市新型コロナウイルスワクチン接種
専用コールセンター☎042-497-1507（土・日
曜日、祝日を除く午前9時～午後6時）

最 新 情 報 は
市ホームページで
確 認 で きます

◆4回目接種券発送スケジュール
　4回目接種の接種券を順次発送しています。接種券が届き次第、予約
できます。なお、4回目の接種は3回目の接種日から5か月以上経過して
いることを必ず確認してください。
3回目接種を完了した日 4回目接種券の発送日 発送対象者数
令和４年3月1日～31日 7月27日㈬（予定） 約４,４00人
令和４年４月1日～30日 8月下旬（予定） 約６00人

◆臨時予約窓口を開設します
　電話またはオンラインでの予約の他に臨時で窓口を開設し、予約を受
け付けます。窓口での予約は混み合う可能性があります。
開設期間（土・日曜日、祝日を除く） 時間 場所

7月13日㈬～29日㈮ 午前9時
～正午

市役所本庁舎1階
市民交流スペース

8月1日㈪～8月12日㈮ごろ 市役所本庁舎2階
市民協働サロン兼ギャラリー

◆下宿地域市民センターで接種を行います
　1～3回目接種と同様に下宿地域市民センターでの接種を行
います。これに伴い、一部地域から送迎バスを運行します。
運行期間など詳しくは、コールセンターにお問い合わせいた
だくか、市ホームページをご確認ください。
【接種期間】7月19日㈫～28日㈭【接種曜日】月～木曜日

詳しくは
こちら

◆4回目接種
　対象者は、①60歳以上の方②18歳以上で基礎疾患を有する方・その
他重症化リスクが高いと医師が認める方です。接種券は、3回目接種か
ら5か月経過した対象者に送付します。また、対象者②のうち1・2回目
接種券の早期発送申請をしている方は4回目接種券を自動的に発送しま
す。1・2回目接種券の早期発送申請をしていない方は申請が必要とな
ります。
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（評）始まる前はどう使おうかと思うほど長く感じた夏休みも終わりが近い。
すぐ片付くと軽い気持ちでいた宿題がまだ半分も進んでいない。助っ人を
頼むわけにもゆかずさあどうする。こうなったらもう時間を止めるしかな
いか。

時止まれ終わらぬ宿題終わる夏 � 清中2年　神
しんどう
藤惇
じゅんのすけ
之介

スイカわり私もスイカもドキドキだ� 十小6年　駒
こまごめ
込瑞

みずき
紀

（評）スイカ割りの挑戦者は周囲の注目を浴び、初めての時は胸の鼓動も高ま
ります。目隠しの前にスイカを見ると、自分と同じようにじっと動かず緊
張しているように見えたのでしょう。スイカの気持ちになったのが面白い。

朝顔のつるのごとく伸びてやる �� 二中3年　浅
あさの
野孝
たかひろ
昊

（評）朝顔のつるは草のくきの部分です。水や養分を運びたくさん花を咲かせ
るため支柱に巻き付いて上へどんどん伸びて行きます。覚悟のような「伸
びてやる」は、自分の身長でしょうか、足踏み状態にある成績でしょうか。

選評＝石田波郷俳句大会実行委員会・永井潮
※�今回の俳句は「第13回石田波郷俳句大会」ジ
ュニアの部から。学年は大会時。

清瀬清瀬

　 木造住宅無料耐震相談会
　建築士が無料の相談会を実施し
ます。 対昭和56年5月31日以前の
旧耐震基準で建築された木造住宅
を市内に所有している方。先着6
組 日7月29日㈮午後1時～4時（各

回50分） 場市役所�本庁
舎 申 問7月15日 から25
日までに、直接窓口ま
たは電話で都市計画課都市計画係
☎042-497-2093へ

市の助成制度があります！　＜木造住宅耐震助成＞
◆耐震診断
 対昭和56年5月31日以前に建築さ
れた木造住宅で、延床面積の2分の
1以上を現に居住用にしている住宅
【助成額】診断機関が行った耐震診
断に要する費用（消費税除く）の3分
の2以内で、上限10万円
◆耐震改修・除却
対耐震診断の結果、上部構造評点
1.0未満と診断された住宅

【助成額】工事費用（消費税除く）の3
分の1以内で、上限30万円
 問都市計画課都市計画係☎042-
497-2093
※診断・改修・除却を
契約する前に申請手続
きが必要です。
※詳しくは、上記にお問
い合わせいただくか、市
ホームページを確認してください。

詳しくはこ
ちら（市ホー
ムページ）

　 国民健康保険 高齢受給者証 発送
　現在お使いの高齢受給者証の有
効期限は7月31日㈰までです。８月1
日から使用する新しい高齢受給者
証を7月上旬に発送しました。7月末
までに届かない場合は下記にお問

い合わせください。
 対�70歳以上75歳未満の国民健康
保険加入者�
問保険年金課国保係☎042-497-
2047

　

使用期間 ～７月31日 8月1日～9月30日 10月1日～
保険証 現在お使いの保険証 7月12日に発送しました 9月中に送付します

　現在お使いの保険証（オレンジ色）
の有効期限は7月31日㈰までです。
８月1日㈪から使用する新しい保険証
（藤色）を7月12日㈫に簡易書留で発
送しました。
　今年度は10月からの窓口2割負担

の導入に伴い、すべての方の保険
証の有効期限は令和4年9月30日㈮
です。10月以降お使いいただく保険
証は9月中に送付します。
 問保険年金課高齢者保険係☎042-
497-2050

後期高齢者医療制度　保険証 発送

　 令和４年度 納税通知書・決定通知書 発送
　介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の令和4年
度納税通知書・決定通知書を発送しました。
　下記の発送日から1週間経っても届かない場合はお問合せください。

種別 対象 発送日 問合せ

介護保険料
清瀬市の介護保険の資格を
お持ちの65歳以上の方 7月12日㈫ 介護保険課管理係

☎042-497-2079
※年金天引または口座振替での納付の方は「介護保険料額決定通知
書」、納付書での納付の方は「介護保険料納入通知書」。

国民健康保険税

清瀬市の国民健康保険に加
入している世帯の世帯主
（世帯主が加入していなくて
も、同一世帯に国民健康保
険加入者がいる場合は世帯
主宛に発送）

7月14日㈭ 保険年金課国保係
☎042-497-2048

後期高齢者
医療保険料

清瀬市の後期高齢者医療制
度の資格をお持ちの方 7月14日㈭ 保険年金課高齢者保険係

☎042-497-2050

介護保険料

国民健康保険税

◆減免申請
 対所得段階が第2・3段階で世帯の
収入額などの要件に該当した方
【申請方法】介護保険課窓口にある
申請書に必要事項を記入し、下記
のものを添付して申請
【添付資料】直近3か月の収入がわか
るもの、預貯金の額が確認できる
すべての通帳、家賃支払額を確認
できるもの
【4月に遡った申請期限】7月29日㈮
◆新型コロナウイルス感染症の影
　響による減免
 対世帯の主たる生計維持者が死亡

した・傷病（約1か月以上の治療を要
すると認められたもの）を負った・
世帯の主たる生計維持者の収入減
少が見込まれる第一号被保険者（65
歳以上の方）
※減免基準や申請方法など、詳し
くは、市ホームページを確認してい
ただくか、下記にお問い合わせくだ
さい。
◆東京都シルバーパス購入予定の方
　所得確認資料として使用する予定
の方は、通知書を紛失しないように
ご注意ください。
 問介護保険課管理係☎042-497-
2079

◆新型コロナウイルス感染症の影
　響に伴う減免
対主たる生計維持者の令和4年の
収入が新型コロナウイルス感染症
の影響により、前年より3割以上
減少する見込みの世帯 問保険年

金課国保係☎042-497-
204８
※詳しくは、令和4年
度納税通知書に同封の
チラシまたは市ホーム
ページを確認してくだ
さい。

詳しくはこ
ちら（市ホー
ムページ）

令和4年市議会第２回定例会

�　第2回定例会は、令和4年6月7
日から24日まで開催され、令和4
年度清瀬市一般会計補正予算な
ど、市長提出議案16件が可決・承
認・同意され、報告2件が了承さ
れました。また、議員提出議案3
件が可決され、陳情1件が採択さ
れました。以下に、主な議案の審
議結果について報告します。
■令和4年度清瀬市一般会計補正
　予算（第１号）
　長期化する新型コロナウイルス
感染症への対策として、子育て中
の低所得世帯へ経済的支援のた
め、児童1人当たり5万円を支給す
る「低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金」
の実施に向けた補正予算と、（仮
称）野塩集会施設建設工事の入札
が、各資材価格の高騰で不調とな
ったため、当初予算から事業費を
増額する予算措置を併せた9,12８
万3千円を追加する補正予算が、
全員賛成で可決されました。

■令和4年度清瀬市一般会計補正
　予算（第２号）
　国の地方創生臨時交付金及び東
京都生活応援事業補助金を財源と
して実施する、市内の私立幼稚園
・保育園、市立保育園と市立小中
学校の実費徴収している給食費等
を1か月分補助する事業など、2億
８,594万7千円を追加する補正予算
が、全員賛成で可決されました。
■清瀬市健康センター大規模改修
　工事請負契約(建築・電気設備
　・機械設備)
　5月13日に実施した清瀬市健康
センター大規模改修工事（建築・
電気設備・機械設備）の指名競争
入札で、請負業者を決定しました。
　この工事は、各工事の予定価格
が1億5,000万円以上のため、請負
業者と正規に契約を締結するには
議会の議決を必要とします。本件
は全員賛成で可決されました。
問議会事務局議事係☎042-497-
2567

　4月3日に執行された清瀬市議会議員補欠選挙において、中村きよ
し議員、藤本いせ子議員が当選され、本定例会開会中に、中村議員
が総務文教常任委員と昭和病院企業団議会議員、藤本議員が福祉保
健常任委員に選出されました。

　 住宅改修に伴う固定資産税の減額

　耐震・バリアフリー・省エネ改
修を行った住宅は、改修工事が完
了した翌年度から一定期間、家屋
にかかる固定資産税額が減額され
ます。減額申請は、施行完了日か
ら3か月以内に行う必要があるの
でご注意ください。種別ごとに複

数の条件がありますの
で、詳しくは市ホーム
ページをご確認くださ
い。
 問課税課固定資産税係
☎042-497-2042

種別 対象住宅 工事期間 減額期間 減額割合

耐震改修
昭和57年1月1日以前
から市内に所在する
住宅

平成18年1月1日から
令和6年３月３1日まで 1～2年度分 2分の1～

３分の2

バリアフリー
改修

新築された日から10
年以上経過しており、
高齢者、障害者等が
居住している市内の
住宅

平成28年4月1日から
令和6年３月３1日まで 1年度分 ３分の1

省エネ改修
平成26年4月1日以前
から市内に所在する
住宅

令和4年4月1日から
令和6年３月３1日まで 1年度分 ３分の1～

３分の2

その他
政府の補助（総務省令
で定めるもの）を受け
て耐震改修が行われ
た家屋

平成26年4月1日から
令和5年３月３1日まで 2年度分 原則2分の1

詳しくはこ
ちら（市ホー
ムページ）
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広
　
告
　
欄

新型コロナウイルス感染症の影響により、開催予定の催しなどが中止や延期になる場合があります。

台風・豪雨に備えて台風・豪雨に備えて　　あらためて確認しましょうあらためて確認しましょう
　例年　例年７７月から月から１０１０月にかけて、日本に接近・上陸する台風が多くなります。令和元年の台風月にかけて、日本に接近・上陸する台風が多くなります。令和元年の台風１９１９号では広範囲に甚大な被害が発生しており、今後も台号では広範囲に甚大な被害が発生しており、今後も台
風・豪雨に対する備えが重要です。今一度、水害に備えましょう。風・豪雨に対する備えが重要です。今一度、水害に備えましょう。 問 問防災防犯課防災防犯係☎防災防犯課防災防犯係☎０42０42--4９７4９７--１84７１84７

　まずは「自らの命は自らが守る」意識を持ち、自宅の災害リスクと取る
べき行動を確認しましょう。以下のフローチャートを進めてください。

■台風・豪雨時に備えて、■台風・豪雨時に備えて、取るべき行動を確認取るべき行動を確認しましょうしましょう

はいはい いいえいいえ
屋内で安全を確保しましょう
ただし、周りと比べて低い土地や崖のそばなど
にお住まいの方は2へ進む。

　ただし、洪水ハザードマップで自宅に色が塗られていて、浸水の危
険があっても、次のような場合は「屋内安全確保」ができます。

水害などの災害の危険があるので、
原則として自宅外に避難が必要２

屋内安全確保ができる「３つの条件」
①家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていない
②浸水深（浸水する深さ）より居室は高い
③水がひくまで我慢でき、水・食料などの備えが十分
※清瀬市の家屋倒壊等氾濫想定区域は、河川に面しておおむね50
～60㍍程度です。詳しくは防災防犯課にお問い合わせください。

３つの条件に３つの条件に
当てはまらない当てはまらない

◆�新型コロナウイルス感染症が収束しないなかでも、災害時に危険な
区域にいる方は避難することが原則です。
◆�避難所だけが避難先ではありません。安全な場所に住んでいる親戚
や知人宅、ホテル・旅館などの避難先を検討しましょう。それによ
り新型コロナウイルスの感染リスクを避けることもできます。
◆�避難に時間を要する人（高齢者や障害のある方など）とその支援者
は、事前に避難先を検討しておきましょう。

さまざまな避難先の検討３

■避難所に持っていくも■避難所に持っていくものの
マスク、体温計、アルコール消毒
液（ウェットティッシュなど）非常用備蓄品

＋

◆マスクを着用してください
◆�避難所の受付で検温を実施しますが、なるべく自宅で検温を済ませ
てください。発熱がある方など、新型コロナウイルスの感染が疑わ
れる場合は、別施設への移動や医療機関への搬送を検討します。
◆�避難所の過密防止のため、他の避難所をご案内することもあります。
その際は、ご協力をお願いします。
◆�発熱や咳などの症状が出た場合は、すぐに運営スタッフに申告し、
指示に従ってください。
◆�清瀬市在住の「自宅療養者」、「濃厚接触者」の災害発生
時の対応は、東京都多摩小平保健所ホームページ（右
記ＱＲコード参照）を事前にご確認ください。

■避難所での留意事項■避難所での留意事項

「清瀬市防災マップ・洪水ハザードマップ」は、
市ホームページからも確認できます！

　「清瀬市防災マップ・洪水ハザードマップ」は、市ホームページか
らも確認できます。しかし、台風接近時など災害が予想
される際はホームページがつながりにくくなることも考
えられます。いざというときに備え、ＰＤＦ版をスマートフ
ォンなどにダウンロードしておくことをお勧めします。

警戒
レベル 避難情報など

5 緊
きんきゅうあんぜんかくほ
急安全確保

〈警戒レベル4までに必ず避難！〉

4 避
ひ な ん し じ
難指示

３ 高
こうれいしゃとうひなん
齢者等避難

２ 大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

1 早期注意情報（気象庁）

※1

※2

※3

災害発生または切迫災害発生または切迫

災害のおそれ高い災害のおそれ高い

災害のおそれあり災害のおそれあり

気象状況悪化気象状況悪化

今後気象状況今後気象状況
悪化のおそれ悪化のおそれ

※1：�市町村が災害の状況を確実に把握できるものではないなどの理由から、警戒レベル5
は必ず発令される情報ではありません。

※2：�避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
※3：�警戒レベル3は、高齢者等以外の方も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避

難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

警戒レベル4までに避難できるように準備を
しましょう。

■大雨の警戒レベル■大雨の警戒レベル

屋内で安全を確保しましょう３つの条件に３つの条件に
当てはまる当てはまる

1「清瀬市防災マップ・洪水ハザードマップ」で、
自宅がある場所に色が塗られている

　「清瀬ひまわりフェスティバル」
はコロナ禍の影響により中止とな
りますが、「ひまわりフレンドシ
ップ協定」を結んでいる武蔵村山
市の「ひまわりガーデン」は下記
のとおり開催されます。 日７月23

日㈯～８月14日㈰午前９時～午後5
時（最終入園は午後4時50分）
 場武蔵村山市緑が丘1460
【アクセス】多摩都市モノレール
「上北台駅」から徒歩10分。カー
ナビでは「武蔵村山市学園3-40-3」

で検索
問武蔵村山市産業観光課☎042-
565-1111（内線224）
※ご来園の際は、マスクの着用や
アルコール消毒、3密を避けるな
どの新型コロナウイルス感染症対

策にご協力をお願
いします。またイ
ベント内容は予告
なく変更となる場
合があります。

詳しくはこちら
（武蔵村山市ホ
ームページ）

ひまわり
フレンドシップ協定 「ひまわりガーデン武蔵村山」を見に行こう！

『 清 瀬 市 史 4 資 料 編 近 世 』『 清 瀬 市 史 4 資 料 編 近 世 』 販 売 開 始販 売 開 始
　市は、市史編さん事業を進めています。この
たび『清瀬市史�4�資料編�近世』を刊行し、７月
15日㈮より販売を開始します。『清瀬市史�4�資
料編�近世』には、のちに「清瀬」となる6村、す
なわち野塩、中里、下宿、上清戸、中清戸、下
清戸の近世の姿が浮かび上がる資史料約3９0点

を掲載しました。村絵図から、年貢・諸役、農
業、寺社に関する資料、俳諧の流行、戊辰戦争
との関わりまで、注を添えて紹介しています。
　表紙には、村絵図、高札、検地帳をあしらい
ました。ぜひ、お手に取ってゆっくりご覧くだ
さい。 問市史編さん室☎042-4９７-1８13

■販売場所
・市役所１階総合案内
・郷土博物館　・中央図書館
※郵送での購入をご希望の方は、市
史編さん室☎042-4９７-1８13までお
問い合わせください。

第一章　村のすがた
第二章　村のしくみ
第三章　村のなりわい
第四章　村と領主
第五章　かわりゆく村
第六章　家のくらしと人の一生
第七章　村の信仰・教育・文化
第八章　村の幕末

【 目 次 】
B5判・約800頁　２，000円�

『市史研究 きよせ』『市史研究 きよせ』
第第77号も販売開始号も販売開始

　市史編さん事業の取り組み
経過を報告する『市史研究　
きよせ』の第７号も同時に販
売を開始します。『清瀬市史』
と同じ場所で販売します。

A5判・約80頁
300円

　マイナンバーカードを気軽に取得していただくために、市職員がマイ
ナンバーカード用の顔写真を撮影（無料）し、申請手続きを支援しま
す。 日 場下表参照 持個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請
書（個人番号通知カードを切り離した残り部分または市や国で発行した
申請書）。紛失等の場合は、市民課、松山・野塩出張所に顔写真付き公
的本人確認書類1点（運転免許証、パスポートなど）または顔写真の無い
本人確認書類2点（健康保険証、年金手帳など）を持参してください。マ
イナンバーカードの申請用紙をお渡しします。【注意事項】必ず本人が来
所してください。申請から発行まで約1か月かかります。カードの受け
取りには本人の市役所本庁舎への来庁が必要です。感染症予防のため、

実施場所・日時
場所 日にち

ころぽっくる 7月27日㈬～29日㈮
下宿地域市民センター 8月17日㈬～19日㈮
竹丘地域市民センター 9月27日㈫～29日㈭
コミュニティプラザひまわり 10月19日㈬～21日㈮
※時間はいずれも午前10時～正午、午後1時～4時。

　市民課土曜窓口でも午前９時15分から午後4時45分（午前11時45分～
午後1時を除く）まで同様の申請支援を行っています。

人数を制限する場合があり
ます。開始日に集中するこ
とのないよう、分散来所へ
のご協力をお願いします。
 問市民課住民係☎042-
4９７-203７

マイナンバー出張申請サービスを市内各所で行いますマイナンバー出張申請サービスを市内各所で行います

大ヒット！？大ヒット！？　　映画「電車を止めるな！」が清瀬に来る！映画「電車を止めるな！」が清瀬に来る！
　本年は鉄道開業150周年、西武鉄道創立110周年の年で
す。清瀬市には、令和6年6月に開設100周年を迎える清瀬
駅があり、清瀬のまちは鉄道とともに発展してきました。
そこで、清瀬市と同様に財政状況が厳しく、経営難から電
車が止まるかもしれない銚子電鉄が制作した超Ｃ級映画
「電車を止めるな！」（上映時間８4分）の上映会を開催し、
鉄道の存続を応援します。ぜひご来場ください。
 日 場右表参照 費おとな（高校生以上）2,000円、中学生�
1,200円、小学生�1,000円
【チケット】７月15日より銚子電鉄予約システムより予約
（右記ＱＲコード参照） 問郷土博物館☎042-4９3-８5８5、シテ

ィプロモーション課プロモーショ
ン係☎042-4９７-1８0８
※会場へは公共交通機関でお越し
ください。

日時 時間 場所 定員 備考

8月6日㈯・
28日㈰

午前10時～、
午後2時～

開場はいず
れも40分前

ころぽっくる
ホール 各200人

銚子電鉄の竹本社
長によるトークセ
ッションあり

8月19日㈮
・20日㈯・
21日㈰

郷土博物館 各30人 ―

※チケットは、銚子電鉄1日乗車券つき映画鑑賞券です。 映画のポスター

ころぽっくる
ホール用

郷土博物館用

「 バ ー チ ャ ル ひ ま わ り フ ェ ス テ ィ バ ル 」を 開 催！
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となった「清瀬ひまわりフェスティバル」に代わり、AＲ（拡張現実）の技術を活用した「バーチャル
ひまわりフェスティバル」特設サイトを期間限定で開設し、映像配信だけではなく双方向でひまわり畑の魅力を発信します。また、ひまわりの種を
各公共施設で配布しています。 問特設サイトについて＝株式会社ジェイコム東京西東京局☎0８0-6９７1-1７4９（月・木・金曜日午前９時30分～午後5時
45分）、ひまわりの種の配布について＝産業振興課産業振興係☎042-4９７-2052

■特設サイトの内容
①バーチャルひまわりのSNS写真コンテストを開催！
②バーチャルひまわり畑でニンニンくんを見つけよう！
　応募すると抽選で登録店で利用できるチケットが当たる！
③みつばち目線でこれまでのひまわりフェスティバル
　の映像を楽しもう！
④市内に植えたひまわりの成長の様子をライブ配信！
※詳しい内容は市報８月1日号でお知らせする予定です。

【特設サイト開設期間】8月１日㈪～９月3０日㈮（予定）

特設サイトコンテンツイメージ詳しくは
こちら

■ひまわりの種配布中
　「ひまわりの清瀬」の機運を醸
成する目的で、PＲ種子絵袋に入
ったひまわりの種を各公共施設で
配布しています。詳しい配布場所
は、産業振興課産業振興係☎042-
4９７-2052にお問い
合わせいただくか
市ホームページで
ご確認ください。 詳しくはこちら
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 持記入したアンケート、母子健康
手帳、バスタオル、お子さんのお出
かけグッズ 問子育て支援課母子保
健係☎042-497-2077
※対象者の方には事前に通知を送付
します。

★スマイルベビーきよせ 
プレママ準備クラス（グループ）
　助産師が母乳育児や
出産に向けてのご相談
をお受けします。妊婦
さん同士の交流、先輩
ママとの交流の時間もあります。
対妊娠20週以降の妊婦さん。先着3
人 日8月29日㈪午後1時30分～3時
（受け付けは午後1時10分～） 場市役
所本庁舎 持母子健康手帳 申 問7月
15日から直接窓口または電話で子
育て支援課母子保健係☎042-497-
2077へ
※保育あり（先着4人、未就学児の
み、要予約）

★スマイルベビーきよせ 
すくすく赤ちゃんクラス（グループ）
　助産師が授乳相談をお受けしま
す。ママ同士の交流、妊婦さんとの
交流時間もあります。
 対産後1か月～7か月未満の方。先
着3人 日8月29日㈪午後1時30分～3
時（受け付けは午後1時10分～） 
 場市役所本庁舎 持母子健康手帳、
お子さんのお出かけグッズ、バスタ
オル 申 問7月15日から直接窓口また
は電話で子育て支援課母子保健係
☎042-497-2077へ
※保育あり（先着4人、未就学児の
み、要予約）

直 問きよせボランティ
ア・市民活動センター
☎042-491-9027

新型コロナウイルス感染症の影響により、開催予定の催しなどが中止や延期になる場合があります。

令和4年5月生まれ 
　新米ママと赤ちゃんの会　
　初めての子育てで困ったことなど
をみんなでお話ししましょう。4回
連続の仲間作りの講座です。 日8月
2日㈫・9日㈫・23日㈫午前10時～
正午、30日㈫午後1時30分～3時30
分 場きよせボランティア・市民活動
センター 費各回500円（清
瀬市子育て・キラリ・ク
ーポン券が使えます）
 申 問NPO法人ウイズアイ
☎042-452-9765Ｍ aiai＠
with-ai.netへ

★ステップアップ 幼児食
　管理栄養士による幼児食の調理実
演と相談を行います。
対1歳から1歳11か月の幼児とその
保護者。先着6組（保護者のみの参
加も可） 日8月4日㈭午前10時～11
時 場消費生活センター 持母子健康
手帳、お子さんのお出かけグッズ
 申 問7月15日から電話で子育て支援
課母子保健係☎042-497-2077へ

★1歳児子育て相談会
　計測、子育て・栄養などの相談、
母子の健康相談を行います。
 日8月26日㈮（受け付けは午前9時
20分～10時30分）  場市役所本庁舎

はじめてのLINE講座 
　団体活用編

　団体運営に役立つLINEの使い方を
学びます。初心者歓迎です。
対ボランティア・市民活動団体、自
治会などの非営利団体の方 日7月22
日㈮午後2時～4時 場 申 問きよせボ
ランティア・市民活動センター
☎042-491-9027へ

中清戸地域市民センターの 
イベント

①ヨガ療法　のびのび健康教室
　体幹を意識しながら、呼吸を大切
に全身ストレッチをしましょう。初
回体験無料です。
日7月22日㈮・29日㈮午前10時30
分～正午 費入会金1,000円、月会費
3,000円(3回分) 講松山伸子氏 持ヨ
ガマット、飲み物、タオル、運動し
やすい服装、マスク着用
②「カントリーラインダンス清瀬ＴＫ
　ステップ」無料体験レッスン
　リズミカルな音楽に合わせて一緒
に楽しく踊りましょう！  
日【ビギナー】火曜コース＝7月19日
・26日午後1時～1時50分、木曜コ
ース＝7月21日・28日午前9時～9時
50分、【スタンダード】火曜日午後2
時～3時30分、【ステップアップ】火
曜日午後3時40分～4時50分  講赤羽
庸子氏
 申 問①②いずれも直接窓口または
電話で中清戸地域市民センター
☎042-494-7211へ
下宿地域市民センターのイベント

①森谷式ストレッチ・エクササイズ
　教室
 対 18歳以上の方。各回
先着15人 日水曜日、ス
トレッチ教室＝午前9時
～10時、エクササイズ教
室＝午前10時30分～11
時30分 費1,000円
②柳瀬川の生き物たちと触れ合おう
対小学生（保護者同伴）。
先着20人 日8月7日㈰午
前9時～11時30分 
費1,100円 持着替え、長
靴、軍手、タオル、飲み
物
 場 申 問①②いずれも申込みフォー
ムまたは直接窓口もしくは電話で下
宿地域市民センター☎042-493-
4033へ
※詳しくは上記にお問い合わせくだ
さい。

動画活用マーケティングセミナー
 　基本的な動画活用の仕方や、販
路開拓事例などを紹介します。
対小規模企業者等の代表者、従業員
など。先着30人 日7月26日㈫午後2
時30分～4時  場清瀬商工会館（松山
二丁目）  申 問7月19日までに電話で
清瀬商工会☎042-491-6648へ
※詳しくは、清瀬商工会ホームペー
ジを確認してください。

インボイス制度説明会
　令和5年10月1日から適格請求書
等保存方式（インボイス制度）が導
入されます。インボイス発行事業者

【市民伝言板利用案内】
●9月1日号掲載希望の「催し物」の原
稿は、7月15日午前8時30分から8月1
日まで受け付け。先着25枠。9月15
日号掲載希望の「サークル仲間募集」
の原稿は、8月15日まで受け付け。
◦利用案内は、市ホームページまた
はシティプロモーション課で配布し
ています。必ずご確認ください。
 問シティプロモーション課プロモー
ション係☎042-497-1808 Ｆ042-491-
8600 Ｍkouhou@city.kiyose.lg.jp

清瀬市健康診査・特定健康診査・ 
後期高齢者医療健康診査

 対生活保護受給者等・清瀬市国民
健康保険加入者で40歳以上の8・9
月生まれの方及び後期高齢者医療制
度加入者で8月・9月生まれの方

【受診月】8月【受診券送付時期】対象
の方には7月中旬に受診案内、受診
券を送付します。詳しくは送付する
案内を確認してください。
 問健康推進課成人保健係
☎042-497-2076

ウイズアイ
ホームペー
ジ

詳しくはこ
ちら（東京
都福祉保健
局ホームペ
ージ）

申込みフォ
ーム

申込みフォ
ーム

　★…例年会場となっている健康
センターは大規模改修中です。
会場が変更となっていますので、
ご注意ください。

第44回 写友清新会 写真展 ▼美しい
自然を求めて会員が各地で捉えた風
景と花の写真を展示。7月18日㈪～
24日㈰10時～17時（初日は15時～）、
クレアギャラリー（クレアビル4階）、
無料、写友清新会・高橋☎042-495-
4154
清瀬市ラジオ体操連盟「夏休み子供
ラジオ体操」 ▼夏休み子供ラジオ体
操。おとなから子どもまでどなたで
も参加大歓迎。7月20日㈬～8月31
日㈬毎日6時30分～6時40分、中央
公園他8か所、無料、清瀬市ラジオ
体操連盟・渡辺☎090-9645-6616
見えない・見えづらい方のための茶
話会 ▼毎月第4月曜日に視覚障害者
の生活に役立つ情報交換をしていま
す。7月25日 ㈪、8月22日 ㈪、9月
26日㈪いずれも13時30分～15時30
分、消費生活センター、無料、清瀬
視覚障害者グループあかり・長嶋
☎080-1145-8619
童謡・唱歌を楽しく歌おう！ ▼発声
など難しいことは考えず、懐かしの
名曲をみんなで楽しく歌おう。7月
28日㈭13時～14時30分、清瀬けや
きホール、1,000円、歌声広場・中
島☎090-4238-9939
イタリア音楽　体験教室 ▼「私を泣
かせてください」をイタリア語で歌
ってみましょう。7月28日㈭15時～
16時30分、清瀬けやきホール、500
円、イタリア音楽を歌う会・遠藤
☎090-2233-3065

7月1日付人事異動（管理職）
　市管理職の異動がありましたの
で、お知らせします。（　）は前職
▶総務部長（教育委員会教育部長）
粕谷靖宏
▶教育委員会教育部長（総務部長）
南澤志公
▶企画部未来創造課長・マネジメン
ト係長事務取扱（企画部未来創造課
長）佐藤信明
▶都市整備部都市計画課長（都市整
備部都市計画課用地担当課長）黒田
和雄

消防団の繰法訓練にご協力を
　万が一の災害などに備え、実際の
火災に対応する消火の訓練を、下記
のとおり実施しています。皆さんの
ご理解・ご協力をお願いします。
期9月上旬までの午後8時～10時
場市内各所 内ポンプ車による操法
訓練 問防災防犯課防災防犯係
☎042-497-1847

の登録を受けるかを検討している方
への説明会です。消費税の基本的な
仕組みについても説明します。
 対小規模事業者、従業員（経理担当
者）など。先着30人 日8月5日㈮午後
2時～3時30分 場清瀬商工会館（松山
二丁目） 講東村山税務署個人課税記
帳指導推進官 申 問電話で清瀬商工
会☎042-491-6648へ
エコクラフトマスコット講習会
　お子さんからシニアの方まで、一
緒に可愛いマスコットを作りましょ
う。各回先着10人。 
日 ①8月6日㈯②8月7日㈰③8月21
㈰いずれも午前10時～正午 場①コ
ミュニティプラザひまわり②中清戸
地域市民センター③竹丘地域市民セ
ンター 費1,000円(材料費込み) 持速
乾性木工用ボンド、ピンセット、は
さみ 申 問7月15日から直接窓口また
は電話で①コミュニティプラザひま
わり ☎042-495-5100②中清戸地域
市民センター☎042-494-7211③竹
丘地域市民センター☎042-495-
1717へ

TOKYOかいごチャレンジ 
インターンシップ参加者

　都内介護施設などでのインターン
シップ（支援金付き）の参加者を募
集します。 インターンシップから
就職先のマッチング、就職後のフォ
ローアップまで一貫した支援を行い
ます。 対介護職未経験で都内もし
く は 近 隣 に 在 住 の 方（ 学 生 除
く）  申 東京都福祉保健局
ホームページから 
問TOKYOかいごチャレン
ジインターンシップ事務
局（ 多 摩 ）☎03-6743-
0639または東京都福祉
保健局介護保険課☎03-
5320-4267

フードドライブ 
（食品持ち込み会）

　ご家庭で余った食品の寄付を受け
付けます。寄付いただいた食品は、
「フードバンクきよせ」が生活にお
困りの方や子ども食堂の活動をして
いる方にお渡しします。
 日 場 下表のとおり

白桃白桃

日時 会場
7月29日㈮
午後3時～4時

特別養護老人ホーム
清雅苑（中里五丁目）

7月30日㈯
午後1時～3時

きよせボランティア・
市民活動センター
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清瀬、東大和を中心に北多摩の魅力を発信中！清瀬市公式Instagram

Instagramマガジン「キタマガ」「＃清瀬コレクション」「@city_kiyose」を
つけて写真を投稿しよう！ 詳しくはこちら

詳しくは
こちら

★さしあげます：組ひも台、業務用ホワイトボード、ベビーベッド、ランニングマシーン★ゆずってください：今回はあ
りません申 問7月15日午前9時から電話で消費生活センター☎042-495-6211へ

リサイクル情報
（無料・先着順）

今月開催の委員会
会議・委員会名 日時 場所 問合せ 傍聴等

①第1回清瀬市子ど
も・子育て会議

7月22日㈮
午後3時～ 児童センター 子育て支援課保育・幼稚園

係☎042-497-2086 直
接
会
場
へ

②第7回清瀬市まち
づくり委員会

7月22日㈮
午後6時～8時 市役所本庁舎 シティプロモーション課市民

協働係☎042-497-1803

③第7回農業委員会 7月26日㈫
午前9時30分～

コミュニティプ
ラザひまわり

清瀬市農業委員会事務局
☎042-497-2052

※②を傍聴される方は「清瀬市まちづくり委員会傍聴規定」を確認してください。

国民健康保険傷病手当金 
適用期間の延長　

　清瀬市国民健康保険被保険者が、
新型コロナウイルス感染症に感染し
た場合や発熱などの症状があり感染
が疑われた場合、その療養のため労
務に服することができなかった期間
（一定の要件あり）があっ
た際に、傷病手当金を支
給しています。
【適用期間】9月30日㈮ま
で 問保険年金課国保係
☎042-497-2047
※申請する前に必ず上記
へご相談ください。相談後、申請書
などをご自宅へ送付します。

市民マラソン大会の中止
　市民マラソン大会は、コロナ禍に
よる密の回避と皆さんの安全確保の
観点から中止とします。楽しみにさ
れていた皆さんには申し訳ありませ
ん。ご理解・ご協力をお願いします。
 問清瀬市体育協会☎042-493-9028
（火・木曜日午後2時～4時）

遺言・相続・成年後見無料相談会
　遺言・相続・成年後見に関しての

無料相談を行います（予約優先）。 
日7月１６日㈯午後１時~4時30分 
場 直生涯学習センター 問行政書士
きよせ会・花井☎ 042-497-9945

農薬適正利用のお願い
　農薬を使用する前に必ず取扱説明
書の記載事項を確認してください。
散布する際には、近隣住民や通行人、
家畜（ペット）などに危害が及ばな
いように注意してください。適正に
管理し、洗浄液や空き容器は適切に
処分してください。 問産業振興課
産業振興係☎042-497-2052
人権擁護委員に池田氏・三浦氏再任
　7月１日付けで池田厚子氏・三浦
廣三氏が人権擁護委員に再任されま
した。清瀬市の人権擁護委員は、丹
羽英明氏・池田厚子氏・三浦廣三氏
・牧井任子氏の4人です。人権擁護
委員による市民相談「人権身の上相
談」（予約制）は、１0月を除く毎月第
１水曜日の午後に行われており、市
民の皆さんからの相談に丁寧に対応
しています。 問シティプロモーシ
ョン課市民協働係☎042-497-１803
※人権擁護委員は、地域住民で人権
擁護に理解のある方を市長が推薦

◆市（まちづくり応援寄付金）へ
奥原雅孝様（１0,000円）
◆社会福祉協議会へ
山口静子様（１00,000円）、たねまき
びと清瀬様（58,7１１円）、バルーン
・サトル様（１,000円）、高野善三郎
様（8１2円）、匿名様5件（１１2,8６7円）
ありがとうございました。

し、議会の同意を得て、法務大臣が
委嘱します。

地域福祉活動応援助成
　令和4年度中に行われる
助け合い活動などに対し、
審査のうえ助成します。 
対見守り・サロン活動、子ども食堂、
障害や病気がある方の交流活動など
【助成金額】１事業につき原則30，000
円～１00,000円（内容により基準が
異なります）【交付決定】9月中旬
【交付】9月下旬 申 問8月3１日まで
に、社会福祉協議会窓口で配布する
申込書（同協議会ホームページから
もダウンロード可）に必要事項を記
入し、直接社会福祉協議会☎042-
495-5333へ
柳泉園組合水銀濃度分析測定結果
　廃棄物焼却施設の排ガス中におけ
る水銀濃度の規制値は、大気汚染防
止法で0.05mg／ノルマルリューベ
と定められております。柳泉園組合
の令和4年2月～4月の分析測定結果
（各月の１時間平均値の最高値）は、
１～3号炉のいずれも0.00mg／ノル
マルリューベでした。 問柳泉園組
合技術課☎042-470-１547

名称 日時 場所 申込み・問合せ

予
市
民
相
談

法律相談
3日㈬・10日㈬・17㈬・24日㈬
午後1時～4時30分
(いずれも30分7枠)

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー（
６
階
）

シティプロモーション
課市民協働係
☎042-497-1803
対市内在住・在勤・
在学の方

※7月15日㈮午前8時
30分から各相談日前
日の午後5時まで受け
付け。

※同一種類の相談は1
か月に1回のみ、かつ
同一年度内に3回ま
でです。

※新型コロナウイルス
感染拡大防止対策と
して、 相 談 時 には、
マスクの着用、手洗
いまたは手指の消毒
にご協力ください。
また、受け付け時に
は検温し、体調チェ
ック票へのご記入も
お願いします。

人権身の上相談 3日㈬午後1時～3時
（40分3枠）

◆職場や学校での不当な差別、地域や家庭でのトラブル、
インターネットにおける誹謗中傷などインターネットにおける誹謗中傷など人権に関わる相談を
広く受け付けています。
土地家屋調査士相
談（境界・測量・登記）4日㈭午後1時～3時

（いずれも30分4枠）
不動産取引相談

年金・労働相談 10日㈬午前9時30分～11時30分（40
分3枠）

司法書士相談（登記
・相続・遺言）

10日㈬午後1時～3時30分
（30分5枠）

税務相談 17日㈬午前9時30分～11時30分
（いずれも30分4枠）行政書士相談（相続

・遺言書等の手続）
行政相談 17日㈬午後1時～3時（30分4枠）

交通事故相談 24日㈬午後1時～3時30分（50分3枠）

予直電防犯相談（犯罪被
害者支援なども含む）

毎週月～金曜日（水曜日・祝日を除く）
午前8時30分～午後5時

防災防犯課防災防犯係
☎042-497-1848

直母子・父子・女性相談 毎週月～金曜日（祝日を除く）
午前8時30分～午後5時

生活福祉課
☎042-492-5111（代表）

直電子ども家庭相談 毎日（火曜日を除く）
午前9時～午後5時

子ども家庭支援センター
☎042-495-7701

予電教育相談
毎週火～土曜日（祝日を除く）
午前9時～午後5時
※受け付けは午後4時30分まで。

教
育
支
援

セ
ン
タ
ー

教育相談室
☎042-493-3526
※電話予約は午前9
時から受け付け。
※2回目以降はオンラ
イン相談も可能。詳
しくは上記へお問い
合わせください。

予
電
ア
イ
レ
ッ
ク
相
談

一般相談
2日㈫・4日㈭・12日㈮・16日㈫・18日
㈭・26日㈮・30日㈫
午前10時～午後4時

男女共同参画センター（アイ
レック）☎042-495-7002
※原則女性のみ。
※電話予約は平日午前8時
30分～午 後5時に受け付
け。
※保育あり（要予約）。
※電話による相談も可能。

一般相談（夜間） 18日㈭午後5時～9時

DV相談 3日㈬・10日㈬・17日㈬・25日㈭・31
日㈬午前10時～午後4時

法律相談 9日㈫・23日㈫午後2時～4時10分
しごと相談 5日㈮・15日㈪午前10時～午後3時

直電消費生活相談 毎週月～金曜日午前10時～午後4時
（正午～午後1時と祝日を除く）

消費生活センター
☎042-495-6212

直清瀬・ハローワーク
就職情報室

毎週月～金曜日（祝日を除く）
午前9時～午後5時

クレア
ビル

（4階） 

清瀬・ハローワーク就
職情報室
☎042-494-8609

月の8 予＝予約　直＝直接　電＝電話

巡回連絡にご協力を
　「巡回連絡」とは、交番や駐在所
の警察官が、皆さんのご家庭や会社
などを訪問し、意見や要望を伺った
り、身近で発生する犯罪の予防や事
故防止に役立つ情報をお知らせする
活動です。初めて訪問した際には「巡
回連絡カード」（住所、氏名、非常
の場合の連絡先などを記入）の作成
をお願いしています。「巡回連絡カ
ード」は、火災や地震による被害に
遭われたとき、外出先で家族が事件
・事故に遭われたときなど、非常の
場合に活用します。「巡回連絡カー
ド」の記入にご協力をお願いします。
 問東村山警察署地域総務係☎042-
393-0１１0（代表）

詳しくはこ
ちら（ホー
ムページ）

　

　　　　　　　

＜ごみの分別に困ったら…＞
　清瀬市ごみ分別アプリが便利で
す！ リニューアルしてより使いや
すくなりました。

　中身を使い切り、「き」と書いた透明または半透明の袋に入れ、不燃ごみの収
集日に出してください。どうしても残ってしまった場合は、環境課 清掃事務所
(下宿2-553）までお持ちください。

他のものと一緒に出すと火災事故の原因になります

スプレー缶が爆発して火災が起きたごみ

　市はスプレー缶、ガスボンベ、
ライターなどの無料収集を行って
います。
　しかし、中には不燃ごみの指定
収集袋にスプレー缶等が他のごみ
と混ざって出されている状況が見
られます。市の中間処理施設であ
る柳泉園組合では、不燃ごみに混
入している不適合物を手選別で除
去していますが、混入量が多いこ
とに加え、それらに起因する火災
や爆発事故が発生しており、収集
運搬作業や処理作業に支障をきた
す事態となっています。
　中身の入ったスプレー缶等は穴
を開けずに、環境課 清掃事務所

（下宿2-553）までお持ちくださ
い。また、中身のないものは、不
燃ごみの収集曜日に透明または半
透明の袋に危険のきと記載して出
してください。
　皆さんの正しいごみの分別排出
が、円滑なごみ処理につながりま
す。ご理解・ご協力をお願いしま
す 。 問環境課ごみ減量推進係☎
042-493-3750

スプレー缶等を正しく出してください

清瀬市ごみ分別
アプリ（ios版）

清瀬市ごみ分別ア
プリ（Android版）
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令和4年7月１日現在
◆人口 （ ）内は前月比　男　35,960人 （16人増）　女　38,828人 （3人減）　計　74,788人 （13人増）
◆世帯数 （ ）内は前月比　36,651世帯（37世帯増）　※人口は、外国人住民（１,360人）を含みます。　問市民課住民係☎042-497-2037

の催し物
清瀬けやきホール清瀬けやきホール

①そうだじゅげむきこう
　夏休みスペシャル
日8月28日㈰午後2時～（開場は1時
30分） 費一般1,000円、小学生500円
(全席自由)【出演】三笑亭夢丸、雷門
音助、桂南海
②そうだじゅげむきこう
日9月3日㈯午後2時～（開場は午後1
時30分） 費一般1,000円、小学生500
円(全席自由)【出演】三遊亭天どん、
独演会　三遊亭ごはんつぶ
③上原彩子ピアノ・リサイタル
　デビュー20周年、上原彩子氏に
よるピアノ・リサイタルをお楽しみ
ください。 日10月22日㈯午後2時～
（開場は午後1時30分） 費一般4,000
円、友の会3,500円、学生2,000円、
ペア7,500円、シルバー3,700円（65
歳以上）、障害者割引2,000円（ご本
人、付添い1人・要証明）（全席指定
・未就学児入場不可）

④Let's リトミック
　月替わりのテーマで音楽を交えて
楽しく遊びます。各クラス先着12
組。 日7月26日㈫ひよこクラス（1人
でお座りできるころから1歳半ごろ
まで）＝午前10時～10時40分、う
さぎクラス（1歳半ごろから5歳ま
で）＝午前11時～11時40分  費1,500
円（清瀬市子育て・キラリ・クーポ
ン券が使えます） 講小宮しのぶ氏 
持お子さんの飲み物、お持ちであれ
ば名札 
⑤ベビーオイルマッサージ教室
　赤ちゃんへのマッサージ、読み聞
かせ、遊びなど。 対2か月～ハイハ
イ前の赤ちゃんとその保護者。先着
8組 日8月5日㈮午前10時30分～正
午 費1,500円（清瀬市子育て・キラ
リ・クーポン券が使えます） 講小宮
しのぶ氏 持大きめのバス
タオル、ハンドタオル、
お子さんの飲み物 
申 問いずれも直接窓口ま
たは電話で清瀬けやきホ
ール☎042-493-4011へ

清瀬けや
きホール
ホームペ
ージ

一般社団法人日本空家対策協議会　本間
吉勝氏（右）、澁谷市長（左） 　身近なイベントや街角の話題、各種大会で

優秀な成績を収めた方・団体などをご紹介し
ます。皆さんからの応募も受け付けています。

柳瀬川で“カワセミ”のヒナ　今年も誕生
　毎年5月ごろ、「“カワセミ”のメ
ッカ」柳瀬川の中流域（中里、下宿）
には、子連れのカワセミを撮影す
るため、連日多くの野鳥ファンが
訪れています。今年も5月中旬、巣
立ちビナを連れたカワセミ家族が
何度も現れ、身近で子育てをする
姿に出会うことができ、多くの方
が楽しんでいました。

第36回　東京都小学生空手道選手権大会　姉妹で入賞
　5月29日、東京武道館（東京都
足立区綾瀬三丁目）で開催された
「第36回東京都小学生空手道選手
権大会」形競技に、四小在学の難
波さん姉妹が出場しました。　
　由帆さんは小学6年女子の部で
3位入賞、京那さんは小学3年生
女子の部で優勝し、3連覇を果た
しました。おめでとうございます。
　2人は、清瀬しらうめ幼稚園空
手道教室（拳正塾）で練習に励ん
でいます。

　東京都代表として、次回の関東
大会、さらに全国大会に向けて頑
張っています。今後の活躍も期待
されます。

郷土博物館のイベント
①小惑星リュウグウから採取したサンプルのレプリカ展示　
　“宇宙の魅力を知ってもらいたい”という「JAXA宇宙科学研究所はや
ぶさ2プロジェクト」と研究所がある相模原市の思いを受け、レプリ
カを特別展示しています。
期8月31日㈬までの午前9時～午後5時（月曜日休館、月曜日が祝日の
場合は翌日休館） 場 直 郷土博物館
②ミュージアム・シアター4
　先着25人。 日7月21日㈭午後1時30分～  内「江戸のみこし」
（上映時間12分）、「日本の祭り」（上映時間27分）
 場 直 郷土博物館
③体験はたおり
　清瀬で昔から使われていた高

たかばた
機（機織り機）を使い、さきおり（織物）

作りを体験してみませんか。さきおりを20㌢織り、持ち帰ることが
できます。
対小学生以上 日7月27日㈬・29日㈮・30日㈯・31日㈰、8月3日㈬・5
日㈮・6日㈯・7日㈰・24日㈬・26日㈮・27日㈯・28日㈰（全12回）
いずれも午前10時～午後3時（受付は午後2時まで） 場 直コミュニティ
プラザひまわり 講はたおり伝承の会
④夏休み！ 子どもミュージアム体験（一部予約制） 
対 日 費 内 持下表のとおり 場郷土博物館 講郷土博物館職員

申 （1）～（3）は7月15日午前9時から右記申込みフォー
ムから申込み。（4）は直接会場へ  
⑤第29回テーマ展示関連講座

「清瀬の遺跡を学ぶー旧石器～近現代までー」（予約制）
　発掘調査などで確認されたさまざまな資料を使って清瀬の歴史を紹
介します。講座終了後、簡単なテーマ展示の解説を行う予定です。
 対高校生以上。先着30人 日8月14日㈰午後1時30分～2時45分 場郷土
博物館 講中野光将（学芸員） 
申 7月15日から午前9時から電話で郷土博物館☎042-493-8585へ
問いずれも郷土博物館☎042-493-8585

対
象

定
員 日時 費

用 講座名 持ち物

小
学
３
年
生
以
上

各
回
先
着
10
人

7月28日㈭
午前10時～

各
回

300
円（
材
料
費
込
み
）

（1）染物体験
玉ねぎを使ってエコバックを染めよ
う！

玉ねぎの皮（1～2個
分）、ポリバケツ（小さ
くても可）、ビニール
手袋

8月6日㈯
午前10時～

（2）うどん作り体験
清瀬の郷土料理のうどんを作ろう！

エプロン、三角巾、
タオル

8月18日㈭
午前10時～

（3）勾玉作り体験
昔の人のアクセサリーを作ろう！ なし

小
学
生

な
し

8月25日㈭
午前10時～

正午
不
要

（4）昔の道具・遊び体験
ひのし（昔のアイロン）や石臼、めん
こ、コマを体験しよう！

ハンドタオルなど小さ
い布（アイロンや洗濯
の体験用）

申
込
み

フ
ォ
ー
ム

①図書館　児童特別展示コーナー  
　夏休みの特別展示として各館ごと（駅前図書館を除く）にテ
ーマに沿った児童図書を新たに収集し、展示します。夏休み
の読書にご利用ください。各館のテーマは下表のとおりです。
 期7月15日㈮～8月31日㈬ 問中央図書館☎042-493-4326

②図書館事業「夏の子ども会」
 対 日 場 内下表のとおり 申 問7月15日から直接窓口または電話で各館へ。
元町こども図書館☎042-495-8666、下宿図書館☎042-495-5432（月曜
日休館）　

対象 定員 日時 場所 内容

幼児～
小学生

各
先着
15人

7月27日㈬
午後3時30分～
（40分程度）

元町こども図書館 世界に一つだけのカラフル染め紙

下宿図書館 ペットボトルの水族館をつくろう

図書館のイベント

中央
みんなのかぞく
　きょうだいがたくさんいたり、おじいちゃんおばあちゃんと3世代で暮らして
いたり、いろいろな家族がいます。たくさんの正解があることを知り、かぞくの
かたちを考えてみませんか。

元町
こども

めざせ！ きよせ博士
　みんなが住むまちは、どんなまち？ たくさんある「病院」、おいしい「にんじん」
や「はちみつ」、「ひまわり」「カタクリ」「あじさい」と自然がいっぱい。清瀬にまつ
わるキーワードで本を集めました。

下宿
食べものがやってきた
　私たちの口に入るまでに、食べものはどのように育ち、あるいはどのように加
工されてやってくるのか。食べもののゆくえを追ってみよう！

野塩
名作を読もう
　令和、平成、昭和を問わずこれからの世代に読み継いでほしい本を紹介します。
世代を超えた名作を読むことで読書の楽しさをもっと知ってもらいたい！

竹丘
あそびいろいろ
　時代が移り変わっても、今も昔も変わらないあそびのいろいろ。あそびのヒン
トがいっぱい！ 夏休み、あそびの達人になってみませんか。

写真提供：佐々木義雄氏

京那さん（左）、由帆さん（右）

　いろいろな環境に適応した美し
い貝の殻や、なかなか見られない
生きているときの姿を観察してみ
ましょう。 
期 7月23日㈯～9月4日㈰午前9時

30分～午後5時（9月1日は休館）
費入館料（おとな520円、4歳～高
校生210円）  場 直 問多摩六都科学
館☎042-469-6100
※7月の休館日：19日㈫

多摩六都科学館の催し物 多摩六都科学館
ホ ーム ペ ー ジ

夏の特別企画展
「見てみるカイ？おくぶカイ　貝の世界」

　令和4年4月より成人年齢が引き
下げられましたが、清瀬市では引
き続き20歳を対象に、名称を成人
式から「清瀬市20歳のつどい」に変
更して式典を開催します。
 対平成14年4月2日から平成15年4
月1日生まれの方 日令和5年1月8日
㈰、時間は未定 問生涯学習スポー

ツ課生涯学習係
☎042-497-1815
※詳しくは、決まり次
第市ホームページでお知らせしま
す（11月ごろの予定）。
※新型コロナウイルス感染症の影響
により中止となる場合があります。
※来年度以降の日程は未定です。

令和５年「清瀬市２０歳のつどい」 開催日決定


